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か あげ まこと 

このたびは、八ドソンのCD * ROMディスクをお買い上いただきまして、誠にありがと 
しI 生え とりあつかいせ”めいしi よ ただ しようはう 

うございました。ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法で 

ご愛用ください。 

スー- 一 シーディー ロムロム しようじよう tパJ)うい 

• SUPER COROMeソフト使用上の注意 
: Ji L 

①PCエンジン、GD*ROMeなど八ードの接続及 
t ^ ^ Cl *3 II0 か A め，Cさ S ふそぐ 

び動作方法に関しましては、各機器に付属の「取 
あ-!■かいせ，jめいt かな。 "1 じ碭:t : •、t L 

扱説明書」を必ずご熟読の上ご使用ください D 

JiLて かな。 

(©◦□•ROMディスクには、表と裏があります。必 

ず、レーベル面（ゲームタイトル等が印刷されてい 

る面）を上にしてセツテイングしてください。 

③ゲームプレイ中に、CD-ROM2プレーヤーのふ 

たをliけることは絶対にお止めください0正常な 
て ， II A ^ L- I ' fl けあい 

プレイが出来な < なり本彳本を痛める場合がありま 

す 〇 

はまた、ゲームプレイ中に、CD* ROMe本体に振動 

を与えることは、お止めください。正常にデータが 

読み込みできなくなり、歳動作する場合がありま"T。 

〆 

ク 
1) 

㈣ 

<_ のCOROM2デイスクは 

「CD-ROfTl iwTEm 

\ 

^ せんよう じゅうらい 

备 UPERczD-F^om5」 専用ソフトです。従来の 
どう 4 ら1¢うい どう？ — 

では動作いたしませんのでご注意くださしヽ。動作させるた 
ひつt 

めには、「SUPER SYSTEM CARD」が必要です。 

おんがくよ 

※匚:□•闩OMディスクは、音楽用CDプレーヤーでは、使用しないでくださし、コンピユー 
夕用データがオーディオ機器に悪影響を及ぼす場合があります。 

※万一製品に当社の責任による不都合がありました場合、新しい製品とお取り替えいたしま朿 



嬢様笔校 

い だかん 

宇宙の危 3はめI胃で 

蘇の、m0§, 
落ろしぃ___ 

ミ 如％ゅう- 

し茗ユナは_爵の】 

■たfym 



參神楽坂價奈ユ$ (kのi世ゼ） 
ライトスーツ（バトルスーツ）を着たユナは天下無敵。 

てき こうげき はいじょ はか 

あらゆる敵の攻撃を排除し、そのパワーは図りしれな 

い。ちょっと頼りないけど「光のマトリクス」たちの 
リーダー的存在！ 

宇宙の危機をいち早く察知し「光の 

救世主」たるユナを探し出す。全編 

にわたる良きパートナー！ 

(光の▽卜Uクス） 

「大地」のバランスを司 

(光のマトリクス） 



まやかな感性の持ち主 

き^}業っている。 

トリクス） 

非常に軽い性格で行動的。加えて 
だいす くうきじゅんかん 

おしゃベリが大好き。空気の循環 
かぜ お ちからも 

たる「風」を起こす力を持つ。 
ひかり 

(光の▽トリクス） 

Jかリ ひかり表1¢ラせいしゅ ぶんしんできそんさLV 

光のマトリクス：光の救世主ユナの分身的存在 



:が 
l ^ i-i 

リア（リーアベルト 
フォン•ノイエシュタイン） 

にんしゅう たば やみ 

ユナのライバル。13人衆を束ねる闇 
じよラおうしんえいたいちよラ音ゅラ は<しやくけ 

の女王の親衛隊長。旧ドイツ伯爵家 
しじよ 呑よラみ ち なに 

の子女。ユナに興味を持ち何かとち 

よっかいを出して来る。 

ヴァイオリンの 
アレフチーナ〇 

チャイナの麗美 



ENEMY 

こだいぶんめい 

古代文明の 
リユーディア 

やみ じよおラ 

閨の女王 

やみ I；ようさま にんしゅう 

❿闇のお嬢様13人衆 
うちゅう へいわ みだ あんこく フフ あら 

宇宙の平和が乱れ暗黒に包まれるときに現われる 

蘭のし^^の親となり、fc獨1_に矗りSす。 

ろっぽんぎ まい 

六本木の舞 

おっとりの 
しおり 

詩篇 



ほうこう 

•方向キー 
えら 

コマンドを選ぶ 

_12レクトボタン 

春Iボタン 
選んだコマンドを 
決定する 
メッセージを送る 

•ランボタン 
• Mボタン 
ちよ<ぜんにゅうりよく 

直前に入力したコマンドをキャンセル 
つか 

このゲームでは使いません ゲームスタート 

ゲームをセーブする 
1定められた「セーブポイント」に来ると「セーブしますか」と 

2 ’ 「八イjを選ぶ。 

3ファイル番号（ユナ1 4)を選びIボタンでファイルする 

^ さいかい 

ゲームをロードする（再開する） 

タイトル画面で「CONTINUE」を選ぶ 

2セーブしたファイルを選びIボタンを押す。 

3ゲームスタート。 



斑すJr * O* TF CK 

キャラクターウインド 

マトリクス_センサー:ユナの仲間がメンバーに加わって 
てんとラ 

いると、点灯します 
Y:エルナーG:ジーナM:マリナE:エリナ 

メインビジュアル：ストーリー 
そ がめん ひよラじ 

に沿った画面が表示されます。 

マスコツトウインドウ： 
エリアによって違ったポ 
ーズのユナが見れます 

し.…ハ 

およ ひよラじ 

メッセージウィンド：メッセージ及びコマンドを表示します。 
产■ 'おう《 

メツセージに対応したキ 
ひょうじ 

ヤラクターを表示します 〇 



, せんたく すす , 

このデジタルコミックはコマンドを選択し進めてゆくゲ ム 

見る 
しゅ〇い ようす かんさつ つか ばしょ 

周囲の様子を観察するために使う。場所 
いどう がなら表こな . こうりやく 

を移動したら必ず行うこと。ゲーム攻略 
するための基本操作がこれ。 

はな 

話す 
あら かいわ 

現われたキャラクターと会話するときに 
つか き だ 

使う。ゲームのヒントを聞き出したりで 
あいて めさ て老 

きるが、その相手が目指す敵キャラクタ 
しんちよう 

—だったりするので慎重に！ 

mずこい曲&嫩なさい！ 

t；らかみせんせいかがくたんとラ 

❿村上先生（化学担当）との 
しょラぶ 

カラオケ勝負！ 



いどう 

移動する 
目的地を選択して行うが、せっかちな行動 
は禁物。その場所での聞き込み調査の全て 

を終えてから移動しよう！ 

キトキする〇 

ちゃくよラ みずぎ 

參コンテストでは着用する水着で 
しようぶ B あ ものき 

勝負が決まる！ユナに合う物を着 

しら 

調べる 
ばしょじょうきょうこま しら つか 

その場所の状況を細かく調べるときに使ラ 

せよう。 



ほj Lき f-f-か 

❿バトルシーンでは、RPGのよラにコマンド方式で_います 
たが あた あいて 

お互いダメージを与えていき、相手のHP(ヒットポイント）を 
〇 

か 

〇(ゼロ）にすると勝ちです0 

籲逃げる 

こラげき 

參攻擊 

ぼラぎよ 

春防御 

しおらし< 
する 

逃げるが勝ちということもあります 

ぶきこラげ舌 

武器攻擊 

こラげ莕 

いぢわる攻擊 

ガンモード 

ソードモード 

おち ぶぎ 

ユナの主な武器は「ガン」と 

「ソード」。闘いの基本形 
かくじつ あいて 
確実に相手をヒットできる 

〇 

〇 

いくらお嬢様と言っても、そこは女の闘い、言葉を 

使って攻撃だ!効果は大きいが、使用回数に制限 

がある。[お嬢様ポイント」を有効に使って敵の弱味 

につけこもう！！ 

* まも ゆうこラ しゅだん あいて こうげき 

身を守ることも有効な手段！相手の攻撃をかわすことだってできる 

、 けんきよ たいど あいて いか やわ 

とりあえす、謙虚な態度で相手の怒りを和らけよう 
じよラさま かいふく 

お嬢様ポイントが回復できるそ！ 



たたか しよラり 

⑩闘いに勝利すると、こんなシー 

ンが見れる…！ 



銀河お嬢様伝説YUNA 
台女子高通信 

さんが、 

横山智佐 
録音访とき、1ノア役仍 

「ちさちやん、 

つて、 

せいかく 

あつばらば〜な性格がユナ4：ちさ 
みりよく 

访魅力だよ// 



シ—デイー ロム はかんじょう らゆうい 

CD-ROMディスク•保管上の注意 n COMMCT 

汚さないで! 
信号読み取り面（レーベル面の反対 

かわ ひか 人 よこ Fj 4)1-% ：1 * 

側の光った面）を汚さないよラに注意し 

てください。汚れた場合は、やわらかい 

布で、中心部から外周部に向かって放射 

状に軽く拭きとってください。 

1 とき 

汚れた時は、やわらかい 
di</) 

布でふt、てね！ 

J:彳: 

キズには弱いんだ! やさしく、出し入れ! 
シーデイー 

• CD-ROMディスクにキズをつけな 

いようにしてください。ケースからの出 

し入れの際は、こすりキズをつけないよ 

う、特に注意してください。 

文字を書力 
ないでね! 

めん えんひ， 
あな おお 

•レーベル面に、鉛筆やボールペンなど 

で文字を書いたaシール等を貼らない 

でください。読み取り面にキズをつける 

恐れがあります。CD-ROMディスクを 

曲げたaセンター孔を大きくしないでく 

ださい。 

孔を大きくしなし〗で! 

グ 

いつまでち大切にね！ 
おんどしつど 

温度、湿度にも注意して! 
しと U かん 

ブレイ後は元のケースに入れて保管 

してください。また、CD_ROMデイス 

クは、 5昆、 嵩湿の場所には保管しない 

で < ださい。 

%このディスクを無断で複製すること、及び賃貸業に使用することを禁じま屯 
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このGD —ROMには、外国為替法及び外国 
貿易管理法に定める戦略物資関連技術が含ま 
れておりますので、これを輸出等により海外 
に持ち出す場合には、同法に每づく許可を受 
ける必要があDます。 


